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平成 27 年度第 1回浦安市自立支援協議会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を

代表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成 27年５月 21 日（木） 15：30～16:35

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

明海大学（会長）、ＮＰＯ法人タオ（副会長）、

和洋女子大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会、浦安手をつなぐ親の会、

株式会社オリエンタルランド、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、有限会社ラビット、社会福祉法人敬心福祉会、

社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

介護給付費等の支給に関する審査会、浦安市社会福祉協議会、千葉県立市川特別支援学校、

健康福祉部（部長）、健康福祉部（次長）、こども発達センター、教育研究センター

４．議題

（１）平成 27年・28 年度浦安市自立支援協議会

（２）基幹相談支援センター平成 27 年度事業計画

（３）事業報告

①重度障がい者医療給付金の現物支給

②（仮称）グループホーム猫実

③知的障がい者緊急時支援事業

５．資料

（１）議題１資料

①平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会組織と運用

②平成 27年度自立支援協議会年間計画案

③平成 27年自立支援協議会スケジュール

（２）議題２資料 浦安市基幹相談支援センター事業一覧

（３）議題３資料 重度障がい者医療給付金の比較 他
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６．議事

会長： ただいまより、平成 27 年度、第１回浦安市自立支援協議会を開催いたします。議事進行を私のほ

うで、進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

先ほど、ご挨拶の中でも述べさせていただきましたが、今回で確か５期目の自立支援協議会の発足と

いうことになるかと思います。第４期のときに大きな改革といいますか、より実質化し、より強化す

るということで、組織の再編成等を行いまして、ますます強化されてきたなというようなことを、実

感しております。この５期目の自立支援協議会におきましても、委員の皆様から、意見をいただきな

がら、地域課題を一つずつ丹念に掘り起こし、そしてそれを政策に結びつけていく。そのための真摯

な議論を引き続きおこなっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは初めに、議題１の平成 27 年・平成 28 年度浦安市自立支援協議会について、事務局からご

説明お願いしたいと思います。

事務局：すでに、皆様に議員を依頼するときに議題１の資料、27 年度・28 年度の自立支援協議会の組織と

運用についてお示ししております。また、事前資料として、年間計画、スケジュールなどもお示しし

ておりますので、概略のみの説明とさせていただきたいかと思います。

まず、27 年度・28 年度の自立支援協議会の組織ですが、原則として 25 年度・26 年度の組織をそ

のまま引き継ぐ形になっております。

また、協議会本会と部会との関係ですが、議題１資料（２）、年間計画表に掲載しておりますが、

協議会が、課題などを確認して部会に協議の依頼を行うという組織になっております。また、各部会

は協議会から依頼を受けた議題について協議するとともに、協議した内容を自立支援協議会に返して

いただき、提案すべき事項があったら協議会に提案していただく。また、協議の中でほかの部会から

も意見を収集すべきだということがあった場合には、協議会にその旨、報告し、協議会は、出た意見

をとりまとめて、議題や課題等の再分配を部会に行う。こうした組織づくりをおこなってまいります。

自立支援協議会の取り組む課題でございますが、浦安市が進めるべき福祉施策の基本に、浦安市障

がい者福祉計画がございます。昨年度は自立支援協議会の皆様、部会の皆様、福祉計画策定委員会の

皆様にご協力いただき、平成 27 年、28年、29 年の３年間の障がい者福祉計画を策定いたしました。

この福祉計画では、重点的な取り組みが５つあげられております。まず第１に、自己決定を尊重し

たサービスの提供。第２に、ライフステージを通じた支援の推進。第３に、就労の促進。第４に、安

心・安全に暮らせるまちづくりの推進。第５に、差別の解消と合理的配慮の推進。

この５つが重点的な取り組みとなっておりますが、こちらの取り組みにいたしましても、部会や協

議会で、それぞれの地域課題を検討していただいて、重点的な取り組みではないかと思われる事項を

ピックアップさせていただいたものです。

昨年１年間をかけて策定していただきました福祉計画を基にいたしまして、今年からは、この５つ

の重点的な取り組みを進めていくために、どんなことをしていったらいいか。これから浦安市で取り

組むべき施策について、皆様に協議していただこうと考えております。

また、平成 28 年度から進捗状況の確認と、福祉計画の見直しをしてまいります。福祉計画策定委

員会で、PDCA サイクル、進捗を確認して計画も見直していくといったサイクルを提案させていただ

きました。今年は、福祉計画をベースにした施策について協議していただき、来年度からは福祉計画

の対象に入っていただく予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

また、議題でございますが、自立支援協議会と各部会の議題案について、お示ししております。第

１回協議会につきましては、主に各部会の報告と進捗状況の確認をしていただきますが、各部会から

新たな地域課題の提案があれば、その都度協議をお願いいたします。障がい事業課、障がい福祉課の
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新たな取り組みがあれば、適宜報告をいたします。

第２回以降の議題でございますが、会議の進行にあわせて会長、副会長、事務局で調整し、皆様に

お示しいたします。

権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会の議題でございますが、今回は第１

回の議題についてお示ししております。第２回から第４回の、議題については、大体の方向性だけお

示しして、今後はリーダー、サブリーダーと事務局が協議の上、第２回以降の議題を決めてまいりま

す。

まず、権利擁護部会の第１回の議題でございますが、平成 27年・28 年度の運営と議題について確

認させていただくとともに、虐待防止センターの 26 年度の実績報告、成年後見制度の平成 26 年度の

実績報告をさせていただきます。また、差別解消と合理的配慮の推進。こちらにも取り組んでまいり

ます。

こちらの組織とは別に、障害者差別解消支援地域協議会という組織がございます。内閣府のモデル

事業を受けてこれからの浦安市の差別解消と合理的配慮の仕組みについて検討していく会議でござ

いますが、こちらと連携をとりながら、権利擁護部会で合理的配慮の実例をあげていっていただきま

して、差別解消の協議会へ報告していきたいと考えております。

また、こども部会でございますが、２年間の運営と議題について確認させていただくとともに、昨

年度から始まりました、青少年サポート事業の平成 26年度の報告と、27年度の事業計画をお示しし

てまいりたいと思います。

また、相談支援部会につきましても、部会の運営と議題について確認させていただくとともに、実

際に計画相談に携わっている方の会議である相談支援実務者会議活動報告をさせていただきます。

また、相談支援部会では、サービス等利用計画の進捗状況の報告を適宜行い、その評価について検

討してまいります。

地域生活支援部会でございますが、部会の運営と議題について確認するとともに、就労支援センタ

ーの平成 26 年度の実績報告をいたします。地域生活支援部会と連携する会議として、就労支援ネッ

トワーク会議という会議がございます。就労支援事業所の方が集まりまして、浦安福祉事業体の組織、

運営、物品調達法に関わる発注の向上や雇用の拡大などを協議する会議でございますが、この会議の

報告も、地域生活支援部会で行います。

また、権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会の第 1 回では、基幹相談支援

センターの機能についてご意見をうかがいたいと考えております。基幹相談支援センターは現在の事

業者の委託が今年度で終了となり、平成 28 年度からの委託業者の募集を行います。募集の開始が９

月を予定しておりまして、期日が迫っておりますので、早い段階で、基幹相談支援センターについて、

皆様のご意見をいただきたいと考えております。

また、本人部会について報告させていただきます。委員を公募いたしまして、面接の上６人の方に

委員となっていただきました。本人部会の面接の際に、合同部会への参加と必要に応じて各部会への

参加の可否についてうかがいしました。各部会が公開の会議であることをお示しした上でお尋ねした

ところ、ほとんどの委員の方が参加してもいいと言っていただけましたので、今年からは本人部会の

方の意見を聞き、本人部会の方に直接協議会の様子を見ていただく機会が設けられるのではないかと

考えております。平成 27年度の、主な方向性としては以上になっております。

会長： ありがとうございました、ただいま平成 27 年度・28年度の自立支援協議会の方向性や議題等につ

いて説明がございましたが、何か質問等ございますでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：申し上げる機会が適当かどうかちょっとわかりませんので、後ほど
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申し上げたいと思いますけれども、基幹相談支援センターの公募を９月からやるというお話しでした

けれども。このフレームワーク全体について見直す必要があるんじゃないかと思うので。当事者団体

の一員として、見直しをちょっと考えていただけないかなということでお話ししたいと思います。

会長： 後ほどご意見を伺う機会をつくりたいと思います。それでは、特にご質問・ご意見がないようでご

ざいますので、進めていきたいと思います。

次に議題２のですね、基幹相談支援センターの事業計画について、基幹相談支援センター業務受託

者である、パーソナル・アシスタンスともの西田委員よりご報告をお願いいたします。

基幹相談支援センター：今年度の基幹相談の事業計画についてご説明いたします。今年度初めての協議会で

ありまして、初めて委員になられた方もいらっしゃいますので、まず、相談、基幹相談の目的と事業

内容を簡単にご説明したいと思います。

基幹相談支援センターは平成 25 年度に始まりまして、今年は３年目を迎えます。計画相談支援が

本格的に始まりまして、地域に相談支援事業所が増えました。そしてその中核的な相談支援機関とし

て、基幹相談は主に６つの役割を担っております。お手元にパンフレットが配布されてると思うんで

すけれども、お開きいただければと思います。読み上げながらご説明いたします。

まず、１つは多問題事例などの専門的な相談支援を要する困難ケースの対応です。相談する利用者

さんが、何度も同じ説明をしなくて済むワンストップ相談窓口となっています。

２つ目は、地域の相談体制強化の取り組みです。研修会ですとか事例検討など、企画運営により、

相談支援事業者の人材育成をサポートしたり、関係機関との連携会議を開催しています。詳細につき

ましては、後ほど改めてご説明させていただきます。

３つ目としましては、精神科病院や入院、入所施設からの地域移行、地域定着の支援の提供です。

４つ目として、権利擁護支援として、成年後見制度の利用ですとか、虐待防止に関する相談対応。

５つ目として、自立支援協議会の事務局機能。事務局業務を実施しております。

６つ目として、障がいのある当事者の方の賃貸住宅の入居支援などを行う居住サポート事業などが

あります。

なお、パンフレットには記載していないんですけれども、計画相談支援も実施しておりまして、現

在計画相談の契約件数は 104 件となっております。

では、基幹相談の中心的な事業であります、地域の相談体制強化に関する具体的な取り組みをご説

明いたします。Ａ４横の資料をご覧ください。

まず、年に 10 回グループスーパービジョンを行います。講師に武蔵野大学教授の岩本先生をお迎

えしまして、事例検討を行います。この内容ですけれども、今８つの相談支援事業所が輪番で事例を

出していただきます。困難だったり停滞している、連携に困難を感じている、なんとなく支援に違和

感を感じているとか、支援方針が明確でない、困っている事例を提示していただきまして、最大 20

名のグループで一事例を検討いたします。緊急的に事例検討が必要な事例がある場合には、二事例を

検討いたします。事例検討の結果に則して、サービス等利用計画を見直して改定します。最後にその

事例、個別の事例から見える地域課題について、意見交換をして、それらの地域課題を自立支援協議

会での検討事項としてお願いするかどうかっていうことを、決めたいという取り組みというか、流れ

になっております。

このグループスーパービジョンの目的は４つあります。まず１つは、よりよい支援を利用者さんに

提供するために、支援の行き詰まりを解消して、支援方法を学んで、支援スキルを向上させること。

それから次に、事例検討をした内容を、実際のサービス等利用計画に反映していくことで、サービス

等利用計画の評価ですとか向上につなげること。３つ目に、個別の事例から見えてくる地域課題に着
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目して、自立支援協議会と連携することで、相談支援専門員が地域に必要な社会資源づくりに参画す

ること。４つ目に、相談支援事業所間の連携を深めることです。

５月８日に、早速第１回目として、オリエンテーションを開催しました。全相談支援事業所が参加

してくださいまして、スキルアップに役立てたいとか、ここにいるだけでやる気がわいてきたとか、

先生の講義がとてもよかったなど、期待を寄せる声が聞かれました。

次に、公開事例検討会です。これは障がい福祉分野だけではなく、医療、教育分野で対人援助に関

わる支援者を対象としております。先ほどのグループスーパービジョンとは違いまして、講師である

精神科医の山科先生が事例について解説し、参加者がケースの見立てについてですとか、事例の全体

像の捉え方、支援者としての構えなどを学んで、基本的な疾患、障がい特性の理解を深め、具体的な

支援方法を学ぶことを目的としております。

次に、講演会です。講演会はその時々の障がい福祉に関する法改正ですとか新しい制度を学んだり、

障害当事者の方のお話しなどをうかがったり、旬な情報を地域に届けて学びの場を提供することを目

的として、今年度は２回ほど開催いたします。昨年度も東田直樹さんが大変好評をいただいたと思っ

ております。

次に昨年度に引き続きまして相談支援実務者会議を年３回開催します。計画相談の実務者が集って、

相談支援体制の充実ですとか、現場の困り感を共有してお互いを支え合うサポートの場として位置づ

けています。自立支援協議会の相談支援部会との連携の場でもあります。

最初にご説明しましたグループスーパービジョンは、この実務者会議に参加した相談員さんたちか

ら、「ほかの相談員さんたちの立てた計画を見てみたい」とか、「この計画で本当にいいのかなって迷

うときがあるんです」っていう声も反映して企画を立てさせていただいたという経緯もあります。

それから連携会議も昨年同様２回開催します。年々参加者が増えています。障がい福祉、それから

教育、児童、高齢者分野、民生委員さん、身体、知的障がい者の相談員さん、サービス事業者さんな

ど、50 名近い方が毎回参加されています。講師が連携促進に関するテーマを、毎回設定してくださ

り、参加者が小グループに分かれて意見交換をおこなって、講師がグループ発表に対して、講評を述

べるっていうような形でおこなっています。「顔が見える関係づくりの場ができてよかった」など、

お声をいただいております。

以上が今年度予定している地域の相談体制強化の具体的な取り組みです。

基幹相談の稼働状況ですけれども、昨年度は、基幹相談の実利用者さん、要するに相談を受けた人

数は 267 名でした。延べ人数にしますと 22,773 名に上っております。身体、知的、精神、発達、重

複障がい、重度心身障がい、高次脳機能障がい、難病の方、障がいがまだ疑いの段階にある方、年齢

は１歳から 70代、80 代の高齢の方まで、幅広い方々からのご相談をお受けいたしました。

個別の相談対応全体の一割ぐらいが、日曜日ですとか祝日、平日の 19 時以降の夜間とか早朝対応

となっております。

先ほど詳細についてご説明いたしました地域の相談支援体制強化のためのさまざまな取り組みに

は、昨年度延べ 857 名の方が参加していただきました。

以上でご説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。

会長： ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：障がい者の構成ですけど、障害者手帳を持っている人の割合ですね。

年齢別に高齢者と、高齢者以外の割合っていうのは、どれぐらいになっているんですか。

事務局：年齢別の情報ですと、今、手元には 26年３月 31 日のものがありますので、そちらで報告いたしま

す。まず、身体障害者手帳をお持ちの方が 2,837 人いらっしゃいまして、そのうち 65 歳以上の方が
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1,475 人。18 歳から 64 歳の方が 1,243 人。18 歳未満の児童が 119 人。次に療育手帳を持っている方

が、全部で 660 人。65 歳以上の方が 14人。18 歳から 64 歳の方が 377 人。18 歳未満が 269 人。

次に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が 617 人。65 歳以上の方が 88人。18 から 64 歳が 510

人。18 歳未満が 19 人。これが、障害手帳お持ちの方の年齢別の構成になっていますが、これでよろ

しいでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：はい、結構です。先ほどちょっと機会をいただきたいということを

申し上げたんので、基幹相談支援センターと直接関係なくなってしまうかもしれないんですけれども、

実は、当事者団体の視覚障害者の会で、最近非常に大きな問題が去年の 10 月くらいから起きている

わけです。それはですね、今までの移動支援に加えて同行援護という制度が入ってきたと。で、それ

を巡る混乱がありまして。

みんなよくわからない。相談員に聞いてもわからないし、「私のところは同行援護はやりません」

と、はっきり言うところも出てきてるということで、障がい事業課の橋野課長と障がい福祉課の小瀧

課長に説明をいただいたわけです。その後も、どうも相談員への相談がうまく軌道に乗らないという

ことで。視覚障がい者の会の場合にはですね、65 歳前後で入ってくる人が非常に多いわけです。そ

うすると、私の場合は 68 歳になってから入ったんで、介護保険の適用ケースで。介護保険から入る

と地域包括支援センターから「あなたのケアマネージャーは私です」と連絡があって、「事業所はど

こどこを紹介します」と、はっきり説明があったんで、非常にスムーズにいったんですけれども。

ところが、最近はそれがどうも混乱していて。何回も会合にいろんな部署から人が来て。やっと会

合を開いた、決まったということで、ずいぶん対応が違ってると。

ということは、地域包括支援センターのシステムっていうのは非常にうまくいっていて、いろんな

相談のケースも学んでいると。特に 15 年間の蓄積ってのはかなりなものがあるんで、それから考え

ると、それ以外のところが、新しく事業所に相談員を設けてやるというのは、どうなのかなと思った

んですけれども。

今説明を聞いていて、身体障がい者の場合にはかなり高齢者が多いけれども、それ以外の場合には、

かなり若い人、中堅のところが入ってくるんで、ちょっと対応が違ってしまうのかもしれないんです

けれども、地域包括支援センターと、別々になるものと、はっきりわけてしまっていいのかなという

感じがするんで、その辺をもう一度練り直していただきたいと。

私どもの団体で聞いているクレームと、今、自立支援協議会で進んでる方向があってないような感

じがしてしょうがないんですけれども、年齢構成の部分と、介護保険課と障がい関連課との溝がはっ

きりわかれているためにですね、その間に落っこちているのが、視覚障がいを含め高齢者のケースじ

ゃないかと思います。だから、その辺をどうしていくのか。今のままでいきますとですね、どうして

も隙間ができちゃう感じがします。

事務局：２つの制度を使っている方には、大変わかりづらい部分もあるのかなと思っております。自立支援

協議会に設けている相談支援部会の中には、地域包括支援センターから主任ケアマネまで入っていた

だいてます。今いただいたあの課題も、相談支援部会の中で、地域包括支援センターのケアマネも含

めて、ぜひ検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私の個人的な経験ばっかり言うのは申し訳ないんですけど、感想か

ら言うと、会議でやるのと実際に対応するというのはかなり違ってきて。特に地域包括支援センター

で膨大な過去 15 年間の蓄積財産が、要するに生かされていないのが問題じゃないかな。それが生か

されるような格好に組織を持っていかなきゃいけないんじゃないかなということで、どういう組織に

したらいいかはまだわかりませんけれども。地域包括支援センターの人が部会に出てきてるからとい
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うことでは解決しないと思います。

浦安手をつなぐ親の会:介護保険は、40 歳からかけて適用は 65 歳からですね。介護保険では適用されない

人たちが大部分なわけですよね。

知的障がいの場合は、65 歳になっても介護保険適用になるかどうかもちょっとわからない。一応

払っておりますが、制度を利用する場合、介護保険を使うかどうかっていうのは、まだ決まっていな

いと思うんですね。その歳にならないと。

足立委員のおっしゃることもわかるんですが、大部分がまだ介護保険には間がある人たちを持って

いる親たちが多いと思うので、普通の老人の方は介護保険一つで済むと思うんですが、知的ですとか、

ほかの方たちは、いわゆる障がい者の法律で進んでいくと思いますので、あんまり、早急には決めな

いほうが私はいいと思います。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：おっしゃる通りなんですけれども。これからどんどん、65 歳以上

が多くなってきて、身体障がいの場合はもうすでに半分以上になってくるわけですね。介護保険とい

う問題ではなくて、介護保険の地域包括支援センターが蓄積した資産を、もっとうまく適用できない

かと。そういうことなんですね。それから、そこにいる人たちがもっとうまく適用できないかという

ことです。

ですから、若い人たちには、介護保険制度は関係なくなってしまいますけれども、視覚障がい者と

か多くの身体障がいの場合ですね、地域包括支援センターで蓄積した資産っていうのは、もっと使う

べきだと。それを申し上げたかったんで、介護保険制度自体を強く推し進めるんじゃなくて、介護保

険制度っていうのは一つのやり方ですから。中身はあくまで障がい者支援ですから。

だから私は、地域包括支援センターで蓄積した支援、資産が使えるようなスキームをつくれないか

ということを申し上げているわけで、枝川委員とそんなに差があるわけじゃございません。

和洋女子大学：同行援護創設時に携わらせていただいた者として、わかりにくい制度をつくってしまって申

し訳ないっていう思いがあります。

同行援護をつくったときに、移動支援も残したのは、やはりグループ支援とか個別の支援になじま

ないものもあるということから、市町村の判断で使っていただければっていう柔軟性を残したという

意味もございます。そういった意味で個別のニーズにあわせて使っていただければなという思いがあ

ったっていうところを一申しておきたいっていうところと、基幹相談支援センターにつきましても、

正に障がい版地域包括支援センターといいますか、ワンストップのサービスですとか困難事例の対応

ですとかっていうところは大体同じような性格を持ってございます。そういった意味から、地域包括

支援センターと基幹相談支援センターが連携をするっていうのは、これはもう当たり前と思っており

ますので、連携すること自体はいいんじゃないかと。

介護保険を積極的に使うっていう意味ではなくて、高齢で障がいがあるという問題は、これからど

んどん出てくるので、連携自体は、私はよろしいんじゃないかなと思っております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今、大変貴重なお話しがあったんですけども。自治体はすべて、こ

の基幹相談支援センターっていうのをつくっているわけですね。地域包括支援センターがそれを兼ね

るっていうことはやってないわけですね。

事務局：基幹相談支援センターを障害福祉サービス、総合支援法の中でつくるよということで、半分以上の

市町村にはできていると思います。100 パーセントを目指して、どこの市町村も今頑張っているとこ

ろではないかと思います。

実際に介護保険の地域包括支援センターが基幹相談支援センターを兼ねるといったような自治体

もありますので、連携方法については、さまざまな自治体が検討をしているところではないかなと思
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っております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ということは、地域包括支援センターが、基幹相談支援センターを

兼ねると。それは、介護保険法から離れるという意味でだと思いますけれど、それではないわけでは

ないわけですね。よくわかりました。

パーソナル・アシスタンスとも：先ほど足立委員がおっしゃっていた、同行援護が入ってきて相談員がよく

わからないっていうことは、65 歳以下の方でもそのようなことが起こっているんだとすると、昨年

度の地域生活支援部会だったと思うんですけれども、同行援護と移動支援が地域の中にサービスとし

て混在していて、視覚障がいの方たちが、どっちを使っていいかわからないっていうことが一つと。

それから、「同行援護が国の制度だから優先なんですよ」って言われたんだけれども、「同行援護を

使いたいです」って事業所に言うと、「同行援護ではなくて移動支援を使ってください」って言われ

てしまって困ってるんだっていう話があって。

地域生活支援部会の中では、移動支援の報酬単価が高くて、同行援護のほうが少し低いので、同行

援護ではなく、その事業所さんは移動支援を使うんですとかいうような、話があったんですね。

なので、先ほど、高木委員がおっしゃった、市町村の裁量で、移動支援と同行援護を、棲み分けて

いくというか、使い分けていくっていう趣旨を浦安市がどういうふうに判断してるのかわからないん

ですけども、そのときには、確か浦安市は、給付優先を、事業所ですとか利用者さんにお伝えしてい

るっていうお話しだったので。

あと、やはり、相談支援専門員。障害者のほうのケアマネといわれる相談支援専門員の制度は、や

はりまだ本当に歴史が浅くて、なかなか相談員さんたちも情報が混乱してしまったり、うまく給付が

プランに落とせなかったりしたりはするのが現実なんですね。なので、先ほど申し上げたような、研

修ですとか、グループワークですとか、昨年度は、グループスーパービジョンのかわりに、スキルア

ップ講座っていうのを連続講座でやりまして、計画の立て方や相談支援とは何かですとかっていうの

をみんなで学んできたので、おっしゃる通り、まだ道半ばといいますか、相談支援、障がい者のケア

プランが未熟だったり、サービスになかなかつなげづらかったりっていう現実は、あるのかなってい

うふうには思いますし、先ほどの基幹相談が地域包括と連携が必要だっていうのは、その通りだと思

います。

私たちも基幹相談支援センター３年目ですけれども、そういうケースのときは、地域包括と連携し

て動いているっていうことがあるので、視覚障がいの方たちの混乱といいますか、委員に相談が入っ

てくることっていう現実は、よくわかります。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：同行援護の問題につきましては、去年、障がい事業課長さん、障が

い福祉課長さんから、説明を受けまして、いろんな問題があるっていうのがわかってきました。

とにかく人手不足の中で、ヘルパーさんに同行援護の資格を取るための研修を受けてもらわなきゃ

いけないとかで若干のタイムラグが出てくるっていうのはあるんですけれども、きちんとした情報を

やっぱり当事者に伝えてもらわないと困る。最終的には国の責任であり、それから市の責任なんでね。

だけども、そういうことを相談員に徹底していただかないといけないし、今のお話にもありました

けれども、研修とかそういうことも重要ですけどね、やっぱり一番重要なのはジョブトレーニングで、

みんなその気になってやってもらうことの蓄積じゃないかと思います。精神論をここで言ってもしょ

うがありませんが、私はそう思っているんで。

だから、何度も言いますけど、実は私は地域包括支援センターでケアプランつくってもらって、も

う６年かな、全く満足してるんで、こういったトラブルにあったことはないんで、それを痛感するわ

けです。
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会長： ご意見ありがとうございました。それでは、ご意見等踏まえて、今後、自立支援協議会あるいは部

会等でですね、この問題を取り上げて、議論していくようなこともあろうかと思いますので、今日の

ご意見を、しっかりと刻みつけておきたいと思います。

それではほかにございますでしょうか。

それでは、次に議題３の事業報告に進ませていただきたいと思います。事業報告としましては３つ

ですね。重度障がい者医療給付金の現物支給、仮称ではありますが、グループホーム猫実の問題、そ

れから、知的障がい者緊急支援事業ということで、この３つにつきまして、事務局からご説明いただ

きたいと思います。

事務局：最初の重度障がい者医療給付金の現物給付について説明させていただきます。

資料に現物給付の比較というものがございます。昨年の自立支援協議会において、千葉県の制度と

して「現物給付が今年の８月から開始されます」というご説明をさせていただきました。そのとき、

千葉県が示す案と、現在の浦安市の状況についてご説明しまして、今後、市として、議会で、どのよ

うになるかを決定させていただくというようなお話しをさせていただいたところです。それで、今年

の３月に議会に示して、現物給付の内容が確定しましたので、その内容についてご説明させていただ

きます。

まず、対象者につきましては、今まで通り変更はございません。しかし、年齢制限を千葉県が求め

ている「65歳以上の新規重度対象者は対象外とする」という内容につきましては、浦安市は 65歳以

上につきまして、新規で手帳、重度障がい者になった方については、後期高齢者医療制度に加入した

場合、対象とします。というように変更となりました。なお、75 歳以上につきましては、自動的に

後期高齢者医療に加入することになります。また、ある一定の障がいをお持ちの方で 65 歳以上 74

歳未満については、後期高齢者制度に加入することができる制度になってますので、そちらに加入し

た場合について、重度障がい者の対象とすることにしました。

続きまして、医療費の自己負担につきまして、千葉県では通院、入院１回につき 300 円っていうこ

とは示されていたんですけれども、浦安市の場合は、子ども医療費のほうが就学前のは無料。そして

小学生と中学生までは、１回につき 200 円っていう自己負担がありますので、それよりも低くするか

同じにするかを検討したところ、18 歳までは無料とします。18 歳以上については、県が示す通り、

通院については１回につき 300 円、入院も１日につき 300 円という形になります。ただし非課税世帯

については、負担はございません。なお、申告がされてない方は非課税になりませんので、その方た

ちは、１回につき 300 円の自己負担がかかってしまうことになります。

入院時食事療養費については、県が「対象とできません」ということでありましたので、浦安市も

この機会に対象から外しました。

この内容につきましては、６月 15 日号の「広報うらやす」に掲載させていただきます。そして、

個別通知を６月の中旬頃発送しまして、重度障がい者の現物給付については、受給券による診療とい

う形になりますので、申請をしていただく形となります。受給券と保険証をあわせて医療機関に提出

していただければ、１回につき 300 円、あるいは 18 歳未満については無料という対応となります。

会長： ありがとうございました。すべて報告を終えてから質疑応答をおこなっていきたいと思います。

次に猫実グループホームと緊急時支援事業の説明をお願いします。

事務局：仮称グループホーム猫実と知的障がい者緊急時支援事業について、ご説明させていただきます。こ

の２つの事業は、旧第三教職員住宅の跡地利用として、平成 26 年度に、公募し、平成 27 年度より、

今年度より、社会福祉法人南台五光福祉協会が実施する事業です。

まず、グループホームは、障がいがある方が、地域の中で家庭的な雰囲気のもと、共同生活を行う
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住まいの場として、浦安市在住で知的障がいのある方を対象に、定員５名で実施するものです。

サービス提供時間は、24 時間となっております。サービス利用料につきましては、障がい福祉サ

ービスの利用者負担分となります。なお、生活保護の方、市民税非課税の方は、自己負担額はござい

ません。また、そのほかに、家賃や光熱水費等が自己負担となります。

募集期間は、平成 27 年５月 15 日から６月 15 日となっております。その後選考を行いまして、平

成 27年９月１日より、グループホーム事業を開始する予定となっております。

続きまして、知的障がい者緊急時支援事業ですが、知的障がいのある方に対し、緊急時の通報を受

け、その方の居宅において支援員を派遣し、見守りや関係機関との連携等を図り、知的障がいのある

方が安全に自立した日常生活を営むことができるよう、事前に登録した方 10 人を対象に実施するも

のです。

サービス利用対象者は、障害支援区分４から６の方で、行動援護の支給決定を受けている方。また

は、厚生労働大臣が、定める基準、別表第２の行動関連項目の合計が、10 点以上の方。その他市長

が認める方のいずれかに該当する知的障がいのある方となっております。

サービス利用料は、１回あたり 420 円です。市民税非課税の方は、利用料は発生いたしません。募

集期間は、平成 27 年６月１日から６月 30 日までです。その後、選考を行いまして、平成 27 年 10

月１日より運営を、開始する予定となっております。

会長： ありがとうございました。ただいまの事業報告について何か質問はございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：意見ではなく希望なんですけれども、重度障がい者の医療給付金の食

事に関して。入院時の食事代に関しては、今度対象外になるということですよね。病院によりますけ

ど、月６万ぐらいの負担があるかないかっていうの部分で、結構大きくなる方もいらっしゃると思う

んですよ。住民税が非課税になる世帯に関しまして、国民健康保険の制度で、食事代を減額できる制

度というのがあって、そっちのほうが使えるんじゃないかなと思うんですけれども。当事者の方たち、

なかなかそこら辺のところは、わからない方もいらっしゃると思うので、そういう問題が起こらない

ようにというか、窓口のほうでも何かそういうことがあったときには、国民健康保険の食事代の非課

税に対しての減額措置のほうで、特に住民税非課税っていうのは先ほど、お話しがあったように、自

動的についてくるわけではないので、自分で申請しなければということがあったので、「申請された

らどうですか」っていうようなことを窓口でちょっと言っていただいたほうがいいのかなと希望して

おります。

事務局：健康保険の食事の１回あたり標準負担額は、一般は 260 円となり、低所得者については、90 日以

上と 90 日未満ではちょっと金額が違うんですけれども、210 円だったり 160 円だったり、あるいは

100 円の場合もございます。

所得によってですので、もちろん所得の申告をしていただいて、その金額を計算しています。障が

い福祉課では、今までは自己負担をしたものを、たとえば先ほど言った 260 円を助成をしていたとい

う形になってます。その辺については、連携が取れる範囲で、国保担当にはお願いしていくところで

はございます。

また、食事療養費は、今現在千葉県内で助成しているのは、浦安市ともう一つの市だけ、２自治体

しか助成していないっていうことがあります。なぜ、廃止したかということなんですけれど、結局、

食事は入院していてもしなくてもとるでしょうっていうことで、今回の機会に廃止をさせていただい

たっていうところです。

パーソナル・アシスタンスとも：緊急時の支援事業についてなんですけれども、自宅にお暮しになっている

方の場合なんですよね。そうだったときに、たとえば行動援護対象者の方が、重度訪問で一人暮らし
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をしていて、ヘルパーさんがいて、緊急通報があったら人が来てくれるということもあるんですか。

事務局：ヘルパー等を使われてない場合の自宅への訪問というのを想定しております。

サンワーク：知的障がい者緊急時支援事業についておうかがいしたいんですが、訪問したお宅の状況にもよ

るとは思うんですが、特に時間制限とかはないんでしょうか。１回あたりでも、たぶん 30 分で終わ

る場合があれば、逆に夜通しついていないといけない場合というのもあると思うんですが、その辺の

想定をうかがえればと思いますので、お願いします。

事務局：回あたり 420 円ということなんですが、こちらは１時間ぐらいを想定した、料金設定となっており

ます。長い時間ということになりますと、ショートステイ等に移行というような形の支援を考えてお

ります。

会長： ほかに、ございますでしょうか。それでは、特に質問等ないようでございますので、ご了解いただ

いたという趣旨で受け止めさせていただきます。

それでは、これで議題はすべて終了しました。各部会で第１回に協議する議題は、先ほど議題の中

でご説明がありましたが、先ほどの意見を受けまして、リーダー、それからサブリーダー、事務局で

再調整をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

第２回協議会ですが、各部会のリーダーは第１回の実績報告をお願いしたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

また、新たな福祉事業の報告や、課題の提案等がございましたら、私と西田副会長、事務局で調整

し、議題として皆様に事前にお示ししたいと考えておりますので、その点もあわせてお含みおきいた

だければと思います。

では、本日の会議はこれで終了ということになりますが、連絡事項があったらお願いします。

事務局：当日資料として配りました、障がい福祉サービス事業所合同説明会は、昨年の協議会で日程をご案

内させていただいたところですが、平成 27年６月 16 日の火曜日、午前 10時から 12 時半まで、市民

プラザ Wave101 大ホールにおきまして、市内の障がい福祉サービス事業所さんが集まり、合同説明会

を開催いたします。

内容といたしましては、午前 10 時 10 分から 11時 20 分まで、各事業所で展開なさっている福祉サ

ービスについて、プレゼンをおこなっていただきます。

また、午前 10 時から 12 時 30 分まで事業所ごとに個別のブースを設けていただき、サービスのご

案内と、利用相談への対応をしていただきます。また、展示、模擬店ブースも設けております。福祉

施設の製品の販売や、啓発グッズ、支援グッズの展示、事業所一覧などの各種リーフレットをこちら

で配布させていただきたいと考えております。

また、今回メールアドレスご登録いただきまして、誠にありがとうございます。今年度から、軽易

なご案内、特に、開催通知については、メールでさせていただこうかと考えております。今年度、年

間スケジュールとして、年間の開催日程がお出ししたのですが、行事、特に議会などの日程により、

多少変更になる場合がございます。開催日の１か月前には正確な日付と時間と会場をメールで皆様に

お知らせしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：そのグループホームの内覧会が、５月 25 日の 10 時から 16 時までの間に内覧会を

開きます。予約はいりませんので、ぜひ、興味のある方は行って見ていただければと思います。

会長： それでは、本日の協議会は、これで終了とさせていただきます。ざっくばらんに議論しながら、浦

安のよりよい福祉をつくっていくために、力をあわせていきたいと思いますので、引き続きよろしく

お願いいたします。委員の皆様には、これから部会への参加など、多々協力いただくことがございま

すので、なにとぞよろしくお願いいたします。



平成 27 年５月２１日（木）

午後３時 45 分～４時 50 分

健康センター第 1 会議室

浦安市自立支援協議会（平成 27 年度第１回）次第

１．開会

２．議題

（１）平成 27 年・28 年度浦安市自立支援協議会

（２）基幹相談支援センター平成 27 年度事業計画

（３）事業報告

①重度障がい者医療給付金の現物支給

②（仮称）グループホーム猫実

③知的障がい者緊急時支援事業

３．閉会
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議題 1資料（１）

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に

暮らしやすいまちづくりに関し、

関係機関による定期的な協議を

行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するため

のネットワーク作りと啓発・広報

活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでの

こどもへの支援を協議し、ライフ

ステージに合わせた必要な支援

と関係機関のスムーズな連携を

図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決に

ついて協議し、相談支援事業の充

実と相談支援事業所の連携を図

る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部会

障がい者の就労・住居等地域生活

全般に係る諸問題の解決に向け

て協議を行うとともに障がい福

祉サービス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

本人部会（＊）

当事者間の情報交換を行い、相互

理解を図るとともに、地域課題を

提案する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

＊本人部会委員は、委員本人の意思を確認した上で、地域生活支援部会等に参加する。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．開催スケジュール

６．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○



3

７．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

８．代理出席

自立支援協議会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

９．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名前、性

別を掲載した名簿を公開する。

10．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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議題１資料（２）

平成 27 年度自立支援協議会年間計画案

１．会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

①協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部会

等へ協議の依頼等を行う。

②各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事項」

を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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（２）障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者計画で示した５つの重点的な取り組みを推進するための

意見を伺う。

また、平成 28 年度からは、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

重点的な取り組み１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、

自由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一

人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規事

業者が参入しやすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域

移行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの基幹相談支援センター業務委託の.公募にあたり、各部会で「基幹相

談支援センターの機能」について意見を収集する。

○計画相談の質の向上や関係機関の連携やについて相談支援部会等で意見を収集する。

○平成 28 年度からの地域生活支援拠点の整備開始にあたり、地域生活支援部会で「地域

生活支援拠点の機能」について意見を収集する。

○「ヘルパーの確保策」について、地域生活支援部会で意見を収集する。
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重点的な取り組み２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイル（家族

や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特性や特徴などの情

報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめたファイル）を活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援を推進します。

（福祉計画から抜粋）

○「サポートファイルの活用」について、こども部会・相談支援部会等で意見を収集する。

重点的な取り組み３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立で

きるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

（福祉計画から抜粋）

○就労支援ネットワーク会議で協議し、地域生活支援部会に報告する。

重点的な取り組み４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、福祉避難所と支援体

制を整備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、ともに災害時の支援にあた

ります。 （福祉計画から抜粋）

○支援体制の整備等の進捗状況等を協議会で報告する。
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重点的な取り組み５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し

合い、ともに生きる社会の構築のため、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解

が深まるように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する

機会の拡充を図ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの障害者差別解消法の施行にあたり、権利擁護部会から「合理的な配

慮の事例」を収集する。

２．自立支援協議会の議題

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

地域課題の整理と対応に関する

事項

地域課題の整理及び部会での検討議題の決定

各部会の進捗確認と検証

個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

基幹相談支援センター等の事業

についての検証及び評価
基幹相談支援センター等の実績の報告と検証・評価

（２）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第１回
平成 27 年・28 年度度浦安市自立支援協議会及び部会の運営と議題

基幹相談支援センター平成 27 年度事業計画の報告

第２～６回

各部会の報告と進捗等の確認

＊各部会から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせて会長・副会長・事務局が調整する。
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３．権利擁護部会

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

障がい者の権利擁護に係る事項

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発・広報活動の推進（年間を通した啓発・広報活

動の企画・運営・小中高校生と、教職員を中心とし

たこころのバリアフリーハンドブックの活用）

成年後見制度の普及

障がい者虐待防止に関する事項
障がい者虐待防止センター等の実績報告と障がい者

への虐待を防止するための取り組み

（２）前権利擁護部会からの意見等

引き継ぎ事項

①教職員、小中高生のバリアフリーハンドブックの配布を推進する。

②周知広報活動は、障害者週間に限らず年間を通して展開する。

平成 27 年度の議題への提案

①虐待防止と成年後見制度については、報告を受けるのみではなく、虐待の防止策や

成年後見制度の利用促進、啓発・広報について協議する。

②身近な事例を取り上げ、地域課題として検討する。

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度権利擁護部会の運営と議題

虐待防止センター平成 26 年度実績報告

成年後見制度平成 26 年度実績報告

差別解消と合理的配慮の推進

（差別解消モデル事業の報告・合理的配慮の事例）

基幹相談支援センターの機能

第２～４回

差別解消と合理的配慮の推進

啓発・広報活動の推進

成年後見制度の普及（周知・地域の人材の活用） 等

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊差別解消モデル事業等関連する会議の報告、虐待防止センター等の実

績報告、福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

内閣府のモデル事業。差別や合理的配慮の相談窓口や支援体制、県等との連携、

対応マニュアル等について協議をおこなう。

②高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会

高齢者・障がい者等の虐待防止にかかる施策や養護者に対する支援施策の検討等

をおこなう。
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４ こども部会

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

教育と福祉の連携に関する事項
特別支援教育の取り組み

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談・支援体制の充実に関する事項

青少年サポート事業

こども発達センターの事業

子どもを取り巻く地域の支援体制

（２）前こども部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①子ども子育て新制度の開始に伴う母子保健・子育て支援と福祉の連携。

②教育機関・保健機関と福祉の連携。

③福祉サービスを利用していない方の保護者を含む幅広い意見の収集。

（３）平成 27 年度の議題

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度こども部会の運営と議題

青少年サポート事業（平成 26 年度の報告と平成 27 年度事業計画）

基幹相談支援センターの機能

第２～４回

サポートファイルの活用

子どもを取り巻く地域の支援体制

特別支援教育の取り組み 等

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①医療的ケア検討会

障がいの重度・重複化、多様化が進む中、障がいのある子どもの日中活動の場で

ある浦安市立小中学校、保育園、幼稚園及び児童育成クラブにおける医療的ケアを

安全かつ適正に実施するための協議をおこなう。
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５ 相談支援部会

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

サービス等利用計画等の質の

向上に関する事項

アセスメント・モニタリングのあり方（共有・検証）

サービス等利用計画の評価

サポートファイルの活用

相談支援専門員の資質の向上（研修・連携等）

相談支援事業の充実に関する

事項

相談支援事業者の拡充と連携

相談実務者会議等との役割分担と実務者への支援

地域の人的資源の活用

（２）前相談支援部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①相談支援事業の充実

②相談支援実務者会議との連携

③サポートファイルの活用

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度相談支援部会の運営と議題

相談支援実務者会議活動報告

基幹相談支援センターの機能

サービス等利用計画の進捗状況

サービス等利用計画の評価

第２～４回

サービス等利用計画の評価

相談支援の質の向上

サポートファイルの活用 等

＊サービス等利用計画の進捗状況報告、相談支援実務者会議の報告、

福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①相談実務者会議

指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者による定例会議。

②グループスーパービジョン

指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者による事例検討会。
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６ 地域生活支援部会

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

障がい者の住まい・地域定着に関す

る事項
地域生活支援拠点の整備

障がい者の地域でのくらし全般に

関する事項

支援の人材の確保（特に早朝、夜間、休日等の時

間帯、医療的ケアや行動援護、重度訪問介護等の

分野で不足）

基幹相談支援センターの機能

障がい者の就労に関する事項 就労支援センターの実績の報告

（２）前地域生活支援部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①人材不足の解消について引き続き協議

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1 回

平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の運営と議題

就労支援センター平成 26 年度実績報告

就労支援ネットワーク会議平成 26 年度実績報告

基幹相談支援センターの機能

第２～４回

人材の確保

地域生活支援拠点の機能 等

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊就労支援ネットワーク会議の報告、福祉施策の報告は適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局

が調整する。

（４）関係会議等

①就労支援ネットワーク会議

就労支援事業所による定例会。浦安福祉事業体（共同受注・販売するための共同

体）の運営や、物品調達法に係る発注の向上、雇用の拡充等を協議。
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７ 本人部会

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

情報交換に関する事項
自立支援協議会及び各部会の活動報告

自立支援協議会及び各部会の活動への提案

地域課題の提案に関する事項 当事者から見えてくる地域の課題の洗い出し

（２）前本人部会からの意見等

①自立支援協議会で、当事者の声をもっと聞いてほしい。

②提案した内容が、協議会等でどのように議論されて、どう解決されているのかを知り

たい。

③当事者が本人部会以外の部会にも参加できる仕組みがあるといい。

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1回
自立支援協議会と部会の運営と議題

普段のくらしで不自由を感じている事や福祉行政への提案

第２～３回

自立支援協議会活動報告

自立支援協議会及び部会への提案 等

＊協議会等からの検討依頼事項があれば都度協議する。

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせて事務局が調整する。



議題１資料（３）

平成27年度自立支援協議会スケジュール Ｈ２７．５．１３現在

＊行事等により日程が変更になる場合があります。

会議名 回 日時 曜日 時間 会議室

自立支援協議会 第1回 5月21日 木 午後３時～５時 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第1回 6月4日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第1回 6月10日 水 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

地域生活支援部会 第1回 6月11日 木 午後１時30分～３時30分 第2会議室・地域連携室

相談支援部会 第1回 6月18日 木 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

本人部会 第1回 6月25日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター第2会議室

自立支援協議会 第2回 7月2日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

合同部会 第1回 7月16日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第2回 9月7日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第2回 9月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第2回 9月16日 水 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 9月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第3回 9月24日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第3回 11月5日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第2回 11月12日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

自立支援協議会 第4回 11月19日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第3回 12月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

地域生活支援部会 第3回 12月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第3回 12月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

合同部会 第2回 1月21日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

自立支援協議会 第5回 1月28日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

本人部会 第3回 2月4日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

地域生活支援部会 第4回 2月8日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月15日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第4回 2月18日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第4回 2月25日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第6回 3月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室



グループスーパービジョン（事例検討
会）

（年10回 月1回）

公開事例検討会
（年1回）

講演会
（年２回）

相談支援実務者会議
（年3回）

地域の関係機関との
連携会議（年2回）

講師名 岩本先生 山科先生 山科先生他 進行：基幹相談 岩本先生

対象者
相談支援事業者
行政（障がい福祉課）

教育、医療、福祉分野で対人援助に
関わっている支援者

教育、医療、福祉分野で対人援助に
関わっている支援者、及び、当事者とそ
の家族

相談支援事業者（相談支援専門員）
行政（障がい福祉課）

児童、高齢、障がい分野の関係機関

目的

◆より良い支援を提供するために、支援
の行き詰まりを解消し、支援手法を学
び、支援スキルを向上させる。
◆事例検討した内容をサービス等利用計
画に反映していくことで、サービス等利
用計画の評価や向上につなげる。
◆個別の相談事例から見える地域課題に
着目し、自立支援協議会にその課題を伝
え、相談支援専門員が地域に必要な社会
資源づくりに参画する。
◆相談支援事業所間の連携を深める。

◆精神科医による事例についての解説を
聞き、見立て、事例の全体像、支援者と
しての構え、考え方を学ぶ。
◆基本的な疾患、障がい理解を促進す
る。
◆具体的な支援手法を学ぶ。

◆支援者、家族、障がいがある当事者が
障害福祉に関する新しい制度や法律を学
ぶ場の提供。
◆障害や難病などの特性、日常生活にど
のような影響を与えるかなどの知識を学
ぶ場の提供。

◆計画相談支援を担う相談支援事業者が
連携する機会の提供。
◆行政と情報共有をする場。
◆相談体制の充実のために実務者が集ま
り、意見交換を行う場。
◆計画相談支援を担う相談支援専門員が
お互いに支えあい,現場の困り感を共有す
る場（サポート体制の提供）。
◆相談支援部会との連携

◆児童、高齢者、障がい分野など異分野
との支援機関の連携促進【出会い、つな
がりの場の提供】。

開催日 5月から来年2月にかけて月1回開催 7月に開催 7月（予定）・10月に開催予定 5月、9月、来年1月に開催 6月、11月に開催

概要

相談支援事業者が輪番で困難、停滞、連
携難、違和感を感じている事例、支援方
針が不明確な事例、他の相談支援支援専
門員の意見を聞いてみたい事例を提示
し、定員最大20名のグループで3時間、
最大2事例を検討。検討した事例のサー
ビス等利用計画を見直し、支援ニーズや
利用するサービス内容、インフォーマル
な社会資源活用などを含め、サービス等
利用計画を改定する。提示された事例か
ら見える地域課題を参加者で議論して、
それらの地域課題について自立支援協議
会での検討を依頼するかどうか決定す
る。
（※参加者からは守秘義務の誓約書を提
出してもらう）

地域の支援機関が事例検討を希望する事
例を提示。その事例の担当者が事例概要
を説明し、講師（精神科医）がアセスメ
ントを行うために、事例担当者へ質問を
行う。その質問に対しての回答、情報を
元に、講師が、障害特性や、疾患特性、
具体的な支援手法や支援の構造（見立
て）について解説。講義のあと、支援者
との質疑応答を交え、事例についての理
解を深める。

障害福祉に関する法改正や新しい制度、
取り組みなどについて、講師による講義
を受ける。

計画相談支援を担っている相談支援事業
者の実務者が集まり、計画相談支援を遂
行する上での課題や困難さについての意
見交換を行う。また、相談支援を実践す
る上で、相談支援専門員が感じる悩みご
とについて共有し、お互いを支えあう場
として、アットホームな雰囲気で意見交
換を行う。実務者の立場から、「相談支
援の本質とは」、「相談支援専門員の立
ち位置とは」、サービス提供事業所との
連携や、地域に必要な社会資源などにつ
いても議論する。

障害福祉、教育、児童、高齢者支援分野
の支援者、民生委員、身体・知的障がい
者相談員、サービス提供事業者などの支
援者が参加。講師が「連携促進」に関す
るテーマを設定し、そのテーマに沿っ
て、参加者が小グループに分かれ、意見
交換、グループ発表を行う。そのグルー
プ発表に対して、講師が講評を述べる。

５月 オリエンテーション 第1回目 5/28（木）16：30

６月 きらりあ・ちらく 6/5（金） 第1回目 6/29（月）14：00

７月 エメラルド・ソーシャル 7/3（金） 7月16日（木）9-11 第1回目（内容は未定）

８月 ソーシャル・きらりあ 8/20（木）

９月 こども発達C・ふあり 9/11（金） 第2回目 9/28（月）16：30

１０月 ふあり・こっこ 10/9（金）
第2回目 山科先生講演会 10月22日（木）9-

11

１１月 こっこ・こども発達C 11/6（金） 第２回目 １１/９（月）14：00

１２月 ちらく・ふあり 12/4（金）

１月 基幹相談・エメラルド 1/8（金） 第3回目 1/25（月）16：30

２月 希望事業所・きらりあ 2/5（金）

３月

平成27年度 浦安市基幹相談支援センター事業一覧（地域の相談支援体制強化の具体的な取り組み）

議題２資料
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議題３資料

１．重度障がい者医療給付金の比較

重度障がい者の医療費助成は、重度障がい者の医療機関での自己負担が大きな経済的負担となっていることから、経済的な負担軽減を図る

ため、償還払いで助成を行っています。また、重度障がい者は日常生活活動においても著しく制限されるため、助成申請の利便性を図る観点

から、償還払いから現物給付（受給券による受診）にするよう多くの利用者から要望が寄せられました。

このような状況の下、早期に重度障がい者医療費助成の現物給付化を実施するよう、千葉県に対して要望を行ってきたところ、平成 27 年８

月から実施されることが決定しました。

これを受け浦安市では、千葉県が導入する 65 歳以上の新規対象者の削減や自己負担金 300 円の導入等について、これまでの制度対象者を削

減せず、また自己負担金の導入をできるだけ軽減するため、18 歳未満は無料とするなどの独自助成を行って参ります。

千葉県 浦安市の現状 浦安市の現物給付後

対象者 身体障害者手帳１・２級

療育手帳Ⓐ、Ａ 

身体障害者手帳１・２級

療育手帳Ⓐ、Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級

身体障害者手帳３級＋療育手帳 B-1 の重複

身体障害者手帳１・２級

療育手帳Ⓐ、Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級

身体障害者手帳３級＋療育手帳 B-1 の重複

年齢制限 65 歳以上で新規重度障害者

に該当した者は対象外

年齢制限なし 65 歳以上 74 歳未満で新規重度障がい者に

該当した方は、後期高齢者医療制度に加入

すれば対象とする

所得制限 所得制限あり

障害者自立支援医療に準拠

所得制限なし 所得制限なし

医療費自己負担 通院１回、入院１日につき

300 円（住民税非課税世帯は

負担なし）

保険診療分は無料 18 歳未満は無料

18 歳以上は通院１回、入院１日につき、

300 円（住民税非課税世帯は負担なし）

入院時食事療養費 対象外（自己負担） 助成 対象外

公費負担による

変更

社保加入者の付加給付制度

は公費（重度医療）優先とな

る

社保加入者の付加給付制度を除いたものを

給付

現物は、付加給付が無くなる。

※償還払いは、付加給付を差し引いて給付

する。（子ども医療費と同様）



2

２．（仮称）グループホーム猫実・知的障がい者緊急時支援事業について＜予定＞

事業名 グループホーム（名称：グループホーム猫実） 知的障がい者緊急時支援事業

目的

主として夜間において、共同生活を営むべき住居にお

いて相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常

生活上の援助を行い、障がい者の地域における生活の

支援を図る。

知的障がい者に対し、緊急の通報を受け、その者の居宅に

支援員を派遣し、見守り及び各関係機関との連携を図るこ

とにより、知的障がい者が安全に自立した日常生活を営む

ことができるようにし、もって知的障がい者の福祉の増進

を図る。

サービス利用対象者 共同生活援助の支給決定を受けた方

障害支援区分４～６で認定を受けた方で、下記のいずれか

に該当する知的障がい者

①行動援護の支給決定を受けている方

②厚生労働大臣が定める基準別表第２に掲げる行動関連項

目の合計が１０点以上の者

③その他市長が認める者

サービス利用人数 ５人 事前登録者１０人

サービス提供時間 ２４時間
平日（月～金曜日）１８時から翌８時

休日（土・日曜日、祝日、年末年始）２４時間

サービス利用料

指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する

基準に規定する共同生活援助のサービス費（※但し、

市民税非課税者は０円）及びその他家賃・光熱水費等

１回あたり ４２０円

※但し、市民税非課税者は０円

募集期間 平成２７年５月１５日～６月１５日 平成２７年６月１日～平成２７年６月３０日

運営開始日 平成２７年９月１日 平成２７年１０月１日


